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　練馬光が丘病院は「公益社団法人地域医療振興協会」の運営施設です。地域医療振興
協会は、地域医療を取り巻くさまざまな問題を解決し、へき地を中心とした地域保健医療
の調査研究および地域医学知識の啓発と普及を行うことを目的に1987年5月に設立され、
2009 年 12 月 1 日より公益社団法人として新たにスタートしました。地域医療に対する
意欲と実績を持つ医師を中心に、つねに地域保健医療の確保と質の向上など住民福祉の
増進を図り、地域間での医療の不均衡の解消、地域の振興を推進しています。

新入職員の紹介② ………………………… 3

お知らせ…………………………………… 4

公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協公益社団法人地域医療振興協会会会会 広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙広報紙

令和 3年 5月

第69号

新入職員の紹介③新入職員の紹介③
初期研修医
永友  秀（ナガトモ シュウ）

令和 3 年 4 月より入職しました初期
研修医の永友秀と申します。昨年度
は長崎大学で 1 年間勤務しておりま
した。生まれも育ちも長崎で、出身
大学も長崎大学です。この春より上
京してまいりました。コロナ禍で通常
通りとは言えない状況ですが、少しで
も地域に貢献できるよう精一杯診療
に勤めてまいりますのでご指導のほど
よろしくお願い致します。

初期研修医
石谷 直貴（イシタニ ナオキ）

はじめまして。令和 3 年 4 月より初期研修医
として入職いたしました、石谷直貴と申します。
出身は北海道で、山梨大学を卒業し、東京
大学のたすきがけプログラムにて1年間お世
話になります。入職して間もないですが、練馬
光が丘病院の職員の方々の温かさを感じてお
ります。この春から入職したばかりで右も左も
わからない未熟者ですが、地域の皆様に寄り
添い、少しでも診療に貢献していきたいと思っ
ております。何卒よろしくお願いいたします。

初期研修医
石田  凜（イシダ リン）

初めまして。東京大学のたすき掛けのプログ
ラムで1年間こちらでお世話になります、石田
凜と申します。関西出身ですので慣れないと
ころも多いですが、自然豊かなこの光が丘の
地にて、医師としてスタートできることを大変
嬉しく思っております。ここ練馬光が丘病院
でしっかりと研修に励み、患者さまに寄り添
い、一日でも早く地域の皆様に貢献できるよ
う日々精進していきたいと思います。これから
どうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医
太田 賢志（オオタ サトシ）

初めまして、令和 3 年 4 月より入職しました、
初期研修医 1 年目の太田賢志と申します。山口
大学卒業ですが、出身は岡山県です。就職を機
に上京しました。東京での新生活が始まり2週
間が経ちましたが、光が丘は緑豊かで、地方出
身の私にとってもとても過ごしやすい環境です。
まだ慣れない現場で色々とご迷惑をおかけする
かもしれませんが、1日も早くチームの力とな
れるよう、精一杯努力して参ります。ご指導ご
鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

初期研修医
佐久間 千尋（サクマ チヒロ）

令和 3 年 4月より、初期研修医として入職致
しました、佐久間千尋と申します。出身は神
奈川県です。初めての土地での生活、研修で
ありますが、緑あふれ活気ある光が丘の街に、
胸が膨らんでいます。職員の皆様とたくさん
コミュニケーションを取りながら、地域の皆
様に寄り添い貢献できる医師を目指し、日々
精進して参ります。まだまだ未熟者ですが、
誠心誠意頑張りますので、どうぞご指導の
ほどよろしくお願い致します。

初期研修医
牧尾 雄介（マキオ ユウスケ）

はじめまして。令和3年 4 月より初期研修医と
して入職致しました、牧尾雄介と申します。出
身は東京都で大学は長野県の信州大学を卒業致
しました。光が丘には幼少期から15年ほど過ご
していたこともあり、思い入れのある場所で働け
ることを楽しみにしておりました。まだまだ経験
の浅い身で至らない点も多いかと思います。
素晴らしい先生方の背中を追いかけながら、皆様
の健康を支えられる存在になれるよう、日々精
進して参ります。どうぞよろしくお願い致します。
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※総合診療科は院内標榜です。

産婦人科　副院長

岡垣 竜吾（オカガキ リュウゴ）
4月1日より産婦人科に参りました岡垣です。以前から週1回伺っておりましたが、
このたび常勤医となりました。常勤になってみると、また新たに覚えなければなら
ない事が色々あることがわかりました。新生活に慣れるところから始めますので
よろしくお願いします。

外科
兼光 梨奈（カネミツ リナ）
令和3年度4月より外科の医師と
して入職いたしました、医師 4 年
目の兼光と申します。未熟な点
も多いかと思いますが、自分なり
にベストを尽くしながら精進して
まいりますので、これからどうぞ
宜しくお願い致します。

外科
長谷川 勇太（ハセガワ ユウタ）

心臓血管外科
藤森智成（フジモリ トモナリ）

4月より心臓血管外科で、お世話に
なります、藤森智成と申します。
埼玉県の自治医大さいたま医療セン
ターより赴任させていただきました。
地域の患者さまのお力になれるよう、
精一杯診療にあたらせていただきます。
軽快なフットワークを大事にしてお
りますので、何かお困りの事があり
ましたら、どんどんお声がけくださ
い。どうぞよろしくお願いいたします。

泌尿器科
高見澤 重彰（タカミザワ シゲアキ）
令和3年4月より泌尿器科に入職
致しました。排尿の問題から泌
尿器悪性疾患まで、一人ひとり
に合わせた医療を心がけて診療し
て参ります。地域の皆様のお役に
立てるよう精一杯頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します。

耳鼻咽喉科
松田 信作（マツダ シンサク）

麻酔科
永井 美玲（ナガイ ミレイ）
麻酔科に入職いたしました永井美
玲です。初期研修を愛知県瀬戸市、
後期研修の前半を名古屋市内の
病院で勤務し、その後2年の厚生
労働省勤務をはさみながら東京
女子医科大学病院におりました。
まだまだ不慣れで至らぬ点も多い
ですが、皆様が笑顔で接してくだ
さり感謝しております。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

麻酔科専攻医
小川  章（オガワ アキラ）
はじめまして。この春より麻酔科
に勤務しております。練馬区は初
めてですが、病院の周りにも公園、
緑も多く癒されております。患者
さまに、より良い医療を提供でき
るよう誠意を尽くしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

内科専攻医
山田 彩佳（ヤマダ アヤカ）

内科専攻医
小川 晃汰（オガワ コウタ）
令和３年４月に杏林大学医学部
付属病院の一次二次救急より総
合診療科の専攻医として出向して
参りました。
至らぬ点も多いと思いますが、よろ
しくお願い申し上げます。

内科専攻医
谷口 幸裕（タニグチ ユキヒロ）

本年度より練馬光が丘病院に赴任致し
ました。総合診療科の谷口と申します。
大宮の市中病院で 2 年間の初期研修を
行った後、当院総合診療科で後期研修
をさせていただくことになりました。将
来は、内科医として general に診療で
きる医師を目指したいと思っています。
貪欲に学び患者さまに寄り添う姿勢を忘
れず、日々精進していきたいと存じます。
初めての土地で慣れないことが多くみな
さまにご迷惑をかけることもあると思い
ますが、何卒よろしくお願いいたします。

内科専攻医
藤井 洋一（フジイ ヨウイチ）

初めまして。令和 3年 4月より総合診
療科に所属しております藤井洋一と
申します。静岡県での初期研修を終え、
内科専攻医として当院で研修させて頂
いております。練馬区は初めて訪れる街
でしたが、とても住みやすく感じてい
ます。患者さまの側にたち、地域の
皆様の生活の向上に少しでも貢献でき
るよう日々努力してまいりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

小児科
長原 智子（ナガハラ トモコ）
今春より小児科で専攻医として
研修させて頂いております、長原
智子と申します。一人ひとり、丁寧
に診療していきたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。

糖尿病内分泌内科
松田 祐輔（マツダ ユウスケ）

令和3年4月に糖尿病内分泌内科に入職した
松田祐輔と申します。東京医科歯科大学を
卒業後、都内近郊の同大学医局関連病院で
勤務していました。専門的なことはもちろん、
スポーツドクターの資格も有しておりますの
で、趣味～競技レベルのあらゆる段階におけ
る運動面に関するサポートもお任せいただけ
ればと思います。とはいえ、まだまだ若輩者
であり、至らない点も数多くあるかと思いま
す。それでも地域の皆様のお役に立てるよう
頑張らせていただきますので、よろしくお願い
します。

令和 3 年 4 月から外科に入職しました長谷川
勇太と申します。自治医科大学出身で、伊
豆諸島の神津島、三宅島、御蔵島の勤務を
経て、昨年まで都立墨東病院で外科経験を
積んでいました。特に、4～5年前に赴任して
いた神津島では光が丘病院の先生方に大変
お世話になりました。サッカー好きなので
時勢が落ち着いた折には、院内にフットサル
チームがあれば、ぜひ入れてもらいたいです。
外科医としては未だ修練の最中の身ではあり
ますが、地域に貢献できるよう尽力いたしま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

2021年４月より耳鼻咽喉科に入職させて頂
きました松田信作と申します。東京大学医学
部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室
に所属し、聞こえについて研究をしながら、
一般的な耳鼻科診療を行っております。
千葉県出身、東京育ちで、群馬大学医学部
を卒業致しました。
趣味は、読書、研究、執筆、子育て、音楽
鑑賞です。
光が丘地域の医療に貢献できるよう、努め
て参ります。何卒ご指導・ご鞭撻の程、
よろしくお願い致します。

令和 2 年 4 月より総合診療科で内科専攻医
として研修させて頂く山田彩佳と申します。
初期臨床研修も当院で行わせて頂いたため、
こちらの地域にお世話になるのは3年目とな
ります。初期研修医とは異なる立場、役割
となるため、改めて身の引き締まる思いです。
患者さまにとっての「最善」を行うことができる
医師を目指し、正確で丁寧な診療を心掛けて
参ります。2 年間で学ばせて頂いたことを活
かしつつ、新しいことを多く学び、より地域に
貢献できるように精進させて頂きます。ご指
導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

総合診療科  総合診療部門  科長
小坂 鎮太郎（コサカ シンタロウ）
総合診療科に出戻らせていただき
ました   こさか しんたろう   です。
コロナ渦の中で地域の皆様のお役
に立てるように、必要なことを
見極めて対応していきたいと思い
ます。

総合診療科  集中治療部門
木庭  茂（コバシ ゲル）
令和3年4月から総合救急診療科
に入職しました木庭  茂と申しま
す。地域の皆様のご希望に添え
る医療を提供できるよう尽力して
まいります。精一杯頑張りたいと
思いますので何卒よろしくお願い
します。

循環器内科
世沢 文音（ヨザワ アヤネ）

令和3年4月より循環器内科に入職
致しました、世沢 文音と申します。
以前は埼玉医科大学総合医療セン
ターという川越の病院で研修して
おりました。
私自身まだ勉強の身でありますが、
地域の皆様に誠実な医療をお届け
できますよう日々精進して参ります。
至らぬ点もあると思いますが、宜し
くお願い致します。

循環器内科
杉﨑 健一（スギサキ ケンイチ）
令和 3 年 4 月より循環器内科に
着任しました。
半年間という期間限定での勤務
となりますがどうぞ宜しくお願い
致します。
東京都での勤務は初めてで周囲
への土地勘も全くないのですが、
早く地域に溶け込み、地域の一員
として皆様のお役に立てるよう努力
します。

循環器内科
山下 貴大（ヤマシタ タカヒロ）
令和 3 年 4 月より循環器内科に
入職しました山下 貴大と申します。
練馬は初めてなりますが、穏やか
な雰囲気の下、充実した毎日を
送っております。至らぬ点も多々
あるかと思いますが、地域の皆様
のお役に立てますよう誠意を持って
日々精進して参ります。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

腎臓内科専攻医
上野 雅樹（ウエノ マサキ）

膠原病・リウマチ内科
中道 悠介（ナカミチ ユウスケ）
令和 3年 4 月より膠原病・リウマ
チ内科に着任致しました。当科
月曜～金曜までの平日全てで外来
を行い、総合診療科のお力もお借
りして、入院対応も行っていくこと
となる予定です。皆様のお力を
お借りしながら、近隣の患者さま
のリウマチ膠原病が少しでも改善
するように日々努力して参ります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

はじめまして。内科専門医制度の
地域研修プログラムに伴い、令和
3 年の 4 月に入職しました腎臓内
科の上野 雅樹です。半年間という
短い期間ですが、何卒よろしくお
願い致します。


